
みずほ台動物病院
犬・猫・うさぎ・ハムスター・フェレット・爬虫類

〒354-0018　埼玉県富士見市西みずほ台 1-21-5
交通手段
最寄駅：東武東上線　みずほ台駅　徒歩 3分

平日　8:30～19:00、　土日祝　8:30～17:00
夜間　～21:00（時間外手当あり）
完全週休二日制
休暇：1年目有給 3日＋夏休み１週間
　　　2年目有給 4日＋夏休み１週間
　　　3年目有給 5日＋夏休み１週間
　　　産休育児休暇、介護休業、弔辞休暇 ( ペットも可 )

年中無休病院なので日曜、祭日は交代で出勤 ( 平等に割振り)

新卒：月給 27 万円～　（内訳：基本給 21 万円、管理費４万円、研究費２万円）
臨床経験 3年以上：35 万円～( 技術・経験によって応相談 ) 
副院長候補：50 万円～( 技術・経験によって応相談 )
給与補足
賞与：年 2回
昇給：年 1回（2年目より経済成長率に合わせて会計士と決定）
社会保険完備（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、退職金共済加入）
近隣住居手当１万円、または交通費全額支給
退職金：あり 長期雇用希望者優遇 (30 年で 2000 万円以上 )
福利厚生
インフルエンザワクチン予防接種補助
健康診断費補助
ペットの治療費補助

¥

雇用形態：正社員　　( 新卒 )3 年契約の 2年更新　※長期希望者は 4年目に決める

求 人 案 内



チーム医療
勤務獣医師 5名、AHT10 名。ひとつの症例を複数の獣医師で検討するなど、チーム医療に取り組んでいます。

１年目から多くの経験を積み重ねることができます
最初は先輩スタッフがフォローするので、安心して優秀な獣医師に成長することができます。
1年目から積極的に診療、外科執刀ができます。( 経験者が必ず補佐につきます )
1 年目でできる手術 : 去勢手術、避妊手術　皮膚腫瘍摘出術、膀胱切開、抜歯
2年目でできる手術：エキゾチック動物の避妊手術、去勢手術、簡単な整形外科　
3年目でできる手術：骨折整復、胆嚢摘出術、膝蓋骨脱臼整復術　爬虫類の手術　
( 当院で働いている先生の例です )

多種の診察スキルをあげることができます
爬虫類含むエキゾチック動物の症例数が多数来院するので多種の診察スキルをあげることができます。

好きな学問を伸ばす体制、スキルアップを多方面からサポート
整形外科、循環器、眼科、歯科、キゾチックなど、好きな学問を伸ばす体制が整っています。
獣医師には AHT 雑用（犬舎掃除や院内清掃など）はありません。
セミナー費補助あり、学会発表報酬あり
長期希望者には国内留学制度あり（日獣、東大で実施済）
実績：歯科ﾚﾍﾞﾙ認定位講習会レベル２まで費用全額支給 ( 必ずとれます )
　　　3年目に海外研修あり　
　　　例：AOvet ( 骨折のセミナー )　ハワイ獣医学会　ラスベガスセミナー
現在コロナ禍ですが 1年目から院外やWebセミナーも積極的に参加していただいています。

外部の先生を招致して手術指導（写真左）、院内犬のあられちゃん（写真右上）、和気あいあいとした職場です（写真右下）

応募書類：履歴書
選考方法：実習
受付期間：電話にて随時
インターンシップ受け入れ：あり

お問合せは

０４９-２５５-1122
http://www.mizuhodai-vet.com



獣医師
〒354-0018 代表者名 兼島

カネシマ

　孝
タカシ

埼玉県富士見市西みずほ台1-21-5 採用担当者名 早坂
ハヤサカ

　惇郎
ジュンロウ

電話番号 049-255-1122 設立 1991年3月25日

ＵＲＬ
http://ｗｗｗ.mizuhodai-vet.com

東武東上線　みずほ台駅　徒歩3分

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください）

事業内容 小動物臨床、トリミング 車通勤 不可

診療動物 犬、猫、ウサギ、フェレット、 従業員人数 獣医師4名　動物看護師7名（女8・男3）

ハムスター・小動物・爬虫類 パート1名・掃除スタッフ1名

雇用形態 正社員　（産後は短時間勤務も可能です）

（雇用条件）

基本給 ￥2,000～ 勤務時間 平日　　8：30～19：00の間で応相談

時間外手当 あり 土日祝 8：30～17：00の間で応相談

その他 交通費全額支給 休日 勤務日数は相談して決めましょう

有給休暇あり。勤務年数に応じて日数増。取得率100％

産休育児休暇、介護休業、弔辞休暇（ペットも可）

加入保険 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災

退職金制度あり・

賞与 年　２　回　（業績による）

昇給 年　１　回　（業績による）

資格 資格助成制度あり

セミナー参加費全額補助制度あり

福利厚生 インフルエンザワクチン予防接種補助

健康診断費補助

ペットの治療費補助

バーベキュー大会あり

応募書類 履歴書

選考方法 実習

受付期間 電話にて随時受付

内定後の入社予定日①2022年3/21～　② 決定後入社可能

インターンシップ受け入れ　　　有り

　

所在地

交通機関

当院の特徴
感染症、外科症例が多く、新卒の獣医師も積極的に診察に参
加しています。
大学病院にて研修を積んだ獣医師が丁寧に指導しますので、
外科も新卒から参加することができます。
また、近年エキゾチック動物にも力を入れており、手術も多く
行っています。
希望する獣医師には、近隣の大学・二次診療施設への研修も
行っております。
無料の宿泊施設もあるので、是非、見学に来てみてください。

http://www.mizuhodai-vet.com/


動物看護師
〒354-0018 代表者名 兼島

カネシマ

　孝
タカシ

埼玉県富士見市西みずほ台1-21-5 採用担当者名 南山
ミナミヤマ

　奈津子
ナツコ

電話番号 049-255-1122 設立 1991年3月25日

ＵＲＬ http://ｗｗｗ.mizuhodai-vet.com 東武東上線　みずほ台駅　徒歩3分

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください）

事業内容 小動物臨床、トリミング 車通勤 不可

診療動物 犬、猫、ウサギ、フェレット、 従業員人数 獣医師4名　動物看護師7名（女8・男3）

ハムスター・小動物・爬虫類 パート1名・掃除スタッフ1名

雇用形態 正社員　（産後は短時間勤務も可能です）

（雇用条件）

基本給 ¥165,000 勤務時間 平日　　8：30～19：00

皆勤手当 ¥7,000 土日祝 8：30～17：00

食事手当 ¥3,000 休日 週休　2日

統一試験認定看護師 ¥3,000 有給休暇あり。勤務年数に応じて日数増。取得率100％

残業手当 あり(法定） 夏休みあり（1週間）

産休育児休暇、介護休業、弔辞休暇（ペットも可）

加入保険 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災

合計 ￥180,000～188,000 退職金制度あり

賞与 年　一回　（業績による） ・社内研修プログラムあり

昇給 年　一回　（業績による） ・無料宿泊施設あり。

資格 資格助成制度あり 　遠方からの実習生も歓迎（交通費一部負担）

セミナー助成制度あり ・就業規則完備。

福利厚生 インフルエンザワクチン予防接種補助 ・国内外の各種研修、セミナーに積極的に派遣し、

健康診断費補助  看護師の技術向上に力を入れています。

ペットの治療費補助 　トリミングのセミナーや研修にも積極的に派遣します

バーベキュー大会あり

研修期間 3ヶ月間　基本給\165,000+残業代 ★　Zoomによる説明会、随時行います。

応募書類 履歴書

選考方法 実習

受付期間 電話にて随時受付

内定後の入社予定日 3/21または4/1/  随時

インターンシップ受け入れ　　　有り

　　　　　　　　　　求人人数　3名

　

所在地

交通機関

近隣住居手当￥10,000
または

通勤手当支給（公共交通機関利用者のみ）

http://www.mizuhodai-vet.com/


看護学生アルバイト募集要項
（病院概要）

〒354-0018 代表者名 兼島
カネシマ

　孝
タカシ

埼玉県富士見市西みずほ台1-21-5 担当者名 南山
ミナミヤマ

　奈津子
ナツコ

電話番号 049-255-1122 設立 1991年3月25日

ＵＲＬ
http://ｗｗｗ.mizuhodai-vet.com

東武東上線　みずほ台駅　徒歩3分

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください）

事業内容 小動物臨床、トリミング 車通勤 不可

診療動物 犬、猫、ウサギ、フェレット、 従業員人数獣医師6名　動物看護師7名（女5・男2）

ハムスター・鳥・爬虫類 掃除スタッフ1名

（雇用条件）

時給 ¥930

交通費 支給（社内規定に基づく）

①　土　13：00　～　17：00 月１回～月2回。　

勤務時間 ②　日  　8：30　～　17：00 午前のみ、午後のみも可。シフト相談にのります

③　日　13：00　～　17：00 学業に合わせて勤務時間も相談にのります

期間 　随時可能です。テスト前などは休んでもらう事も可能です。お気軽にご相談ください。

加入保険 　労働災害保険

福利厚生 　バーベキュー大会あり

応募書類 　履歴書

受付期間 　電話にて随時受付

インターン 　有り

その他 　・　正社員登用制度あり（実績：2018年度1名）

・社内研修プログラムあり

・遠方からの実習生も歓迎（交通費一部負担）

・就業規則完備

　

所在地

交通機関

http://www.mizuhodai-vet.com/
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